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◆主な記録　〈県新及び県新規〉
県
新

新
規

　平成３０年８月２６日（日）標記大
会が甲賀市陸上競技場で開催
されました。参加者はマスター
ズ338名、小学生136名でした。
　９時３０分の開会式に続き、
男子5000ｍから競技は始まり、
競技終了は１６時３０分頃でした。

　アジア大会がジャカルタで開催中
であり、日本選手の活躍が日々伝えられる中、陸上競技
も前日から始まりました。日本陸上陣の活躍を期待しなが
ら猛暑の中、老若男女が熱戦を繰り広げました。
　最高齢の男性は選手宣誓を行った９０歳の山本昭二
さん、女性は８０歳の宮前美代子さんで共に短距離選
手でした。９月に鳥取県で開催される全国大会を目標に
県外からの参加選手が多く、迎える滋賀県選手は大奮
闘をしました。
　滋賀県のスポーツレベルが注目されています。近江高
校の甲子園での活躍は滋賀県民にとって勇気を与えてく
れました。さらに、世界レベルで活躍する滋賀県選手が
多く輩出されています。　陸上の桐生祥秀選手　水泳
の大橋悠依選手　サッカーの乾貴士選手。　特に陸上
競技で注目すべきは、今年日本記録を連発し、アジア大
会で注目されている男子円盤投げの湯上剛輝選手は、
地元甲賀市の出
身です。滋賀県選
手の東京オリンピッ
クや国際大会での
活躍が非常に楽し
みです。
　日本の平均寿
命と健康寿命を滋
賀県民が引き上げ
ています。選手宣
誓を行った山本昭
二選手を目標にし
て健康で陸上競
技をいつまでも続
けたいと感じました。
無理のないトレー
ニングの継続により

健康寿命を延ばしていくことが私たちの課題です。今後
も益々生涯スポーツをマスターズ陸上が牽引し、陸上競
技の輪をますます広げていきたいものです。
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100ｍ
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コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク陸上競技場(鳥取県立布施総合運動公園)

　２０１８年９月２２日（土）～２４日（月）標記大会がコカ・
コーラボトラーズジャパンスポーツパーク陸上競技場（鳥
取県立布施総合運動公園）で開催されました。参加者
は２,０１５名、滋賀県からは５０名、最高齢出場選手は
男子は冨久正二さん（広島101歳）、女子は北島喜美さ
ん（徳島90歳）でした。“爽やかな砂丘の風にマスターズ”
のスローガン通り気持ち良い天候に恵まれた大会でした。
　今回感じたことは、リレー競技の人気が加速し、特に
シニア層のレースが盛り上がっていました。各年齢クラス
で選手をそろえられることは選手層の厚さとレベルアップ
を物語っています。大阪府チームは、ほぼ全クラスにエ
ントリーし、しかも上位に入賞しました。滋賀県チームも、
４継マイル共に入賞し、活躍した若者層のクラスに加
え、シニア層のクラスでも出場したいものです。
　日本短距離界の誇り末續慎吾選手（M35）が出場し
たことは衝撃的でした。観客席からは「早ャ～！」の声と
大歓声で盛り上がりました。この企画はマスターズ陸上
の更なる発展に大きく貢献していると思います。次回の
４０回記念大会の企画を期待したいと思います。
　鳥取マスターズの競技運営とスタッフの気使いは最
高のものでした。短距離種目でホームストレートとバックス
トレートを同時に使い、競技進行をスムーズに進めたこと
は開催期間をコンパクト（3日間）にできた要因だと思い

ます。選手招集のスムーズさと選手をレースに送り出す
ときの笑顔の声掛けは試合前に快いパワーを与えられ
ました。鳥取駅での誘導やシャトルバスでの乗車サポー
トも行き届いたものでした。来たる東京オリンピックの「お
もてなし」を先行していると感じました。
　今年の最高齢は１０１歳です。マスターズ陸上は、試
合の勝ち負けや記録も大事ですが、それ以上に健康
寿命が重要です。滋賀県は日本の健康寿命をけん引
しています。マスターズ陸上をより充実し健康寿命をさら
に伸ばしていきたいものです。
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◆主な記録　〈１位〉

〈マイルリレー前列M45（3位）左から池田、横江、芝辻、西川。後列M50（2位）左から荒川、宮本、寺本、奥村の各選手〉

ならでんフィールド(鴻ノ池陸上競技場)

　２０１８年１０月２７日（土）～２８日（日）鴻ノ池陸上競技
場で開催され、約1000人の参加がありました。
　３５歳以上の選手がエントリーできる大会で、目玉はタ
レントの武井壮さんや朝原宣治さんらによる４×１００ｍリ
レーのエキシビションレース。世界新記録の誕生を期待
する多くの観客が見守りましたが、バトンミスで記録達成

とはなりませんでした、
しかしそのため息を歓
声に変えたのが同時ス
タートしたＭ８５クラス。
見事に世界記録を達
成！ゴール後に子どもの
ように喜ぶメンバーに惜

〈1人1人丁寧にサインする武井壮〉

〈M45・4×100ｍＲ（4位）／2走横江選手から3走池田選手へ〉 〈M50・4×100ｍＲ（3位）／2走荒川選手から3走東選手へ〉

〈Ｗ40立五段跳（1位）／種子田いずみ選手〉

←

日本新
立五段跳 （W75） 渥美裕子 8m63 （2位）

しみない拍手が送られました。
　教訓として。女子Ｗ60 の
マイルリレーは出場が滋賀県
１チームで、走りきれば優勝が
約束されていたのですが、オ
ーダー表の未提出により痛恨
の失格となってしまいました。
この大会に向けて練習してき
た皆さんガッカリ。出場メンバ
ーは自分の事で精一杯、これ
からは別の人が細かいところ
をフォローできるようにしておい
た方がいいですね。
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　毎年夏恒例の「会員交流バーベ
キュー大会」が、８月１８日（土）に
大津駅２階の「カレンダー」テラス
にて開催されました。夏の夕暮れ
時、マスターズ会員２０数名が集
い、美味しいお肉や海鮮・野菜な
どに舌鼓を打ちました。この日、女性
会員はゆかた姿で参加、流しそうめんの
サービスもあり、夏の風情を楽しみました。大
いに盛り上がり、会員相互の交流を深めあったのでした。

愛・地球博記念公園特設コース

　３年連続開催された滋賀から愛知への襷が受け継
がれ、１１月１８日（日）に愛知県長久手市の愛・地球
博記念公園で全日本マスターズ駅伝競走大会が開催
されました。前日から滋賀マスターズ役員・選手団総
勢３２名はバスで会場入りし、開会式・交流会を経て、
当日を迎えました。
　心地よいポカポカ陽気の秋晴れの中、全国から６８チ
ームの参加があり、熱戦が繰り広げられました。滋賀か
らも駅伝に４チームが参加し、大活躍でした。中でもエ
ルダーの部では５位入賞、女子の部で６位入賞という
好成績を残すことができました。
　女子チームの伊神選手から「アップダウンが続くきつ
いコースでしたが、仲間たちからの応援に勇気をもらい、
襷に気持ちを託して懸命に走ることができました。チー
ムの絆が深まりました。走り終わった後は、マスターズの
仲間と出会えてよかったと思える瞬間です。また、行き
帰りのバスの中、修学旅行を思わせるような盛り上がり

の中で、楽しい時間を過ごすことができました。スタッフ
の皆様ありがとうございました。」また、交流の部参加の
三宅選手からは「ハムストリングの痛みがあって心配した
が、思ったより走れてホッとしました。皆さん楽しんでおら
れた様子で良かったです。」との感想をいただきました。
　さらに、駅伝に続き開催されたロードレース大会には、
５名が参加し、それぞれ好成績を残すことができました。
なお、これらの大会は、来年度も愛知の愛・地球博記
念公園で開催される予定となっています。
≪対抗の部≫
男子　10位／20チーム　　
1：38：43　河合正行　─　木村将弘　─　中島洋　─　佐藤誠　─　吉村健一　─　沖和彦
女子　6位／14チーム
1：07：35　大西智子　─　古家雅恵　─　伊神佐登美　─　柏木貴子　─　山本直子
エルダー　5位／19チーム
1：11：44　山中和美　─　夏原正夫　─　岩瀬恵一　─　太田君子　─　曽野政男
≪交流の部≫
エルダー　8位／8チーム
1：21：09　谷口圭子　─　村上富夫　─　谷口俊夫　─　小島祐子　─　三宅徹

≪5ｋｍロード≫　松本　直　　井上照幸　　野方　誠
≪3ｋｍロード≫　曽野政男　　吉原聖博

(maekawa) 

　１１月３日から５日にかけて、韓国テグ市から韓国選手団１１名が滋
賀に来られました。１１月４日（日）には、滋賀で開催された「土山マラ
ソン」にフルに２名ハーフに７名が参加され、多くの滋賀マスターズの
選手たちとともに、それぞれ好タイムで全員完走されました。
　マラソン後には、水口センチュリーホテルで「歓迎夕食会」が持た
れ、滋賀マスターズ会員との交流が深められました。
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０１２０-８８４-６４５　TEL　０７４８-６２-２１２５
〒５２８-００４２　滋賀県甲賀市水口町虫生野中央１６ 
　　　　　　貴生川駅より徒歩2分

エステティックルーム

野洲店

広報委員／大江良一・前川朋子・西澤幸雄・山口正典
表紙イラスト／湯川慈美　編集・デザイン・制作／大江良一

　マスターズ陸上の大会に参加するには、マスターズ
陸連に登録することが必要です。　郵便局にある振込
用紙に必要事項を記入の上、中面に記載されている
どちらかの登録料を下記口座に振り込んで頂ければ
登録完了。　事務局まで電話いただいても結構です。
【振込先】  郵便振替口座  ００９４０－７－１４６４５５
　　　　　 加入者名　滋賀マスターズ陸上競技連盟
【事務局】  TEL／FAX  ０77－594－１281　髙橋
　（募集要項は連盟のホームページでご覧ください）

＜マスターズ主催大会の場合＞
★世界・日本記録を更新された場合
大会主催者が日本マスターズ連合に手続きをしますので、
主催者に年齢の確認できるもの（健康保険証、運転免許証
等の写し）を提出してください。
★滋賀県記録を更新された場合
①全日本選手権・近畿・または近畿エリアの大会につい
ては記録担当で処理しますので手続きは不要です。
②「①」以外の大会に出場し、記録を更新された場合は、
選手自身がその都度、日マ記録申請書に必要事項記入の
上、記録証明・賞状のコピー等を付けて（高橋：下記）ま
で申請して下さい。
＜陸連・陸協等の主催の場合＞
すべて、選手自身で下記書類を主催者に請求し、日マ記
録申請書に必要事項記入の上（髙橋：下記）まで提出して
下さい。　※１
★世界・日本記録更新された場合
①大会プログラムまたはその写し
②出場した種目の参加者氏名と記録一覧表の写し
③記録証明書（大会主催者、審判長、または記録主任のサ
インがあること）
④年齢の確認できるもの（健康保険証、運転免許証等の写し）
⑤トラック競技については写真判定主任のサインのあるゼロ
コントロールテストおよびフイニッシュ画像を必ず添付すること。
※競技終了後、主催に申請しないと「③・⑤」等はもらえな
い場合があるので注意。
★日本十傑に該当する記録申請
①大会プログラムまたはその写し
②記録証明書（大会主催者、審判長、または記録主任のサ
インがあること）
●日本マスターズ陸上競技連合への申請は大会終了後１ケ
月以内です。間に合うよう余裕を持って申請してください。
★滋賀県記録を更新された場合
①記録証明書（大会主催者、審判長、または記録主任のサ
インがあること）
２０１８年度の滋賀県記録に関わる申請は１月末日までとします。
※１　日マ記録申請書の大会コード、競技場コードは日本陸連ＨＰ
　　または陸マガ４月号付録の大会一覧を参照ください。
●申請先　および問合せ
〒520－０５２８　大津市和邇高城４５－３
「滋賀マスターズ陸上競技連盟」　理事長　髙橋清尊　
携帯／０８０-４９４６-０３８９　メール／ki.fu.seison@gaia.eonet.ne.jp

(一部未確定も含む)
滋賀県
●第２５回近畿マスターズ駅伝大会
　　　◇３月２１日（祝・木）　◇希望が丘
　　　　マスターズ登録者以外の一般の部も実施します。

★会員交流練習会（10：00～12：00）野洲川
★会員短距離練習会（13：00～16：00）野洲川
★会員投てき練習会（10：00～12：00）甲賀市陸上競技場
※甲賀市陸上競技場では会員が競技場で練習ができるようにしても
らっています。練習可能日はホームページをご覧下さい。
※長距離は毎週土曜日に自主練習もやっています。
詳しくはホームページをご覧頂くか、下記担当者に問合せ下さい。

世界・全国・近畿
●　近畿マスターズ地域講習会（仮称）
　◇３月１６日（土）　◇ならでんフィールド（奈良鴻ノ池：補助競技場）
　　冬期からからシーズンインにかけての春季トレーニング

長距離／中島（080-6157-4121）　短距離／東（090-5015-2985）
投てき／殿城（０９０-６９８５-２１３７）　甲賀／太田（０８０-１４３０-０６０１）

平成31年度の主なマスターズ陸上競技大会の予定
●第７回５０ｍダッシュ王選手権in滋賀　（予定）
　◇’19年５月４日（土）　◇甲賀市陸上競技場
●滋賀スポレク・陸上競技大会　（予定）
　◇’19年５月２６日（日）　◇甲賀市陸上競技場
●第２5回滋賀マスターズ陸上競技選手権大会　（予定）
　◇’19年８月２5日（日）　◇甲賀市陸上競技場
●第40回全日本マスターズ陸上競技選手権大会　（予定）
　◇’19年９月１４日（土）～１６日（祝・月）　
　◇群馬・前橋正田醤油スタジアム群馬


